
令和３年度

NO.1 新座市立大和田小学校

牛乳 料理名 血や肉や骨をつくる 熱や力のもとになる 体の調子をととのえる そのほか

ふかがわめし あさり　油揚げ 米　麦　油　きび糖 ごぼう　しょうが
だし昆布　酒　みりん
しょう油

あげだしどうふ とうふ
でん粉　小麦粉　油
きび糖

なめこ　だいこん
けすり節　みりん
しょう油

ごまみそあえ みそ 砂糖　ごま もやし　ほうれん草　にんじん しょう油　みりん

キャベツのペペロンチーノ ベーコン　ぶた肉 スパゲティ　オリーブ油
にんにく　とうがらし　玉ねぎ
キャベツ　マッシュルーム

白ワイン　塩　こしょう
しょう油

やきにくサラダ ぶた肉 油　ごま油　きび糖
こんにゃく　もやし　きゅうり
にんじん　えだまめ

酒　しょう油　酢　塩
こしょう

ひじきごはん ひじき　油揚げ 米　麦　油　砂糖 にんじん
だし昆布　酒　みりん
しょう油　薄口しょう油

とりにくのからあげ とり肉
ごま油　でん粉
小麦粉　油

しょうが　にんにく 酒　しょう油

アスパラのソテー ベーコン
アスパラガス　にんじん
キャベツ　にんにく

塩　こしょう

プルコギどん ぶた肉
米　麦　油　きび糖
ごま油　ごま

にんにく　長ねぎ　にんじん
もやし　ニラ　玉ねぎ
しいたけ

しょう油　コチュジャン
酒　塩　こしょう

わかめスープ わかめ　とり肉 油　ごま
たけのこ　にんじん　長ねぎ
キャベツ

鶏がら　酒　塩
こしょう　しょう油

しんごぼうのピラフ ベーコン 米　麦　油　オリーブ油
玉ねぎ　にんじん　新ごぼう
パセリ

鶏がら　だし昆布　塩
こしょう　白ワイン
薄口しょうゆ

こめこのとうにゅうシチュー ベーコン　豆乳
じゃがいも　米粉
オリーブ油

玉ねぎ　にんじん　エリンギ
ぶなしめじ　パセリ

鶏がら　白ワイン　塩
こしょう

おうとう おうとう(缶)

ごこくごはん
米　麦　きび
発がげん米　もち黒米

ほっけのしおやき ほっけ 塩

あおなとかんぴょうのあえもの 砂糖　ごま
こまつな　にんじん
かんぴょう

酒　しょう油

みそけんちんじる とうふ　油揚げ　みそ 油　ごま油
こんにゃく　ごぼう　にんじん
干ししいたけ　だいこん
長ねぎ　こまつな

だし昆布　煮干し　酒
しょう油

きなこあげパン きなこ
ツイストパン　油
砂糖　粉砂糖

塩

ポパイスープ とり肉　たまご 春雨
にんじん　たけのこ
ほうれん草

鶏がら　酒　塩
こしょう　しょう油

コーンサラダ 油　ごま油　砂糖
キャベツ　きゅうり　にんじん
コーン

酢　しょう油　こしょう

はつがげんまいごはん 米　発がげん米 酒

ホイコーロー ぶた肉　生揚げ　みそ
油　砂糖　ごま油
でん粉

キャベツ　にんにく　玉ねぎ
干ししいたけ　にんじん
ピーマン　赤ピーマン

テンメンジャン　酒
豆板醬　しょう油
塩　こしょう

ナムル 砂糖　ごま油
切り干しだいこん　もやし
こまつな　きゅうり　にんにく

しょう油　ラー油

むぎごはん 米　麦

あじフライ あじ 小麦粉　パン粉　油 中濃ソース

おひたし きび糖 ほうれん草　もやし　えのき しょう油　酒

みそしる みそ　油揚げ じゃがいも こまつな　長ねぎ だし昆布　煮干し

18 火 〇 645 27.2

17 月 〇 659 24.4

13 木 〇 595 23.4

14 金 〇 628 22.2

火 〇 594 25.4

12 水 〇 660 21.6

たんぱく質
（g）

6 木 〇 627 22.5

　５月分　学校給食予定献立表

日
曜
日

こんだて おもな食品 エネルギー
（kcal）

7 金 〇 588 26.2

10 月 〇 624 27.0

11

木々の緑がまぶしい５月、新しい学年がはじまり１ヵ月が経とうとしています。新しい学年、学校生活に少しずつ慣れている最中ですね。

新しい友達と新しい味に出会いながら、じっくり味わう給食時間にしてほしいと思います。新型コロナウイルス感染症対応の給食時間が続きます

が、「前向き・黙食」のよさを生かして、食事に集中してみましょう。

にんじん 長ねぎ

ほうれんそう

玉ねぎ キャベツ

人気メニューを紹介！ 焼肉サラダ ５月７日(金)実施

【材料】

分量は中学年４人分

豚もも肉 ８０ｇ （千切り）

A 油 小さじ1/2 A 酒 小さじ１ A しょう油 小さじ1/2

糸こんにゃく ６０ｇ（１．５㎝カット）

B しょう油 小さじ1/2

もやし １２０ｇ きゅうり（千切り） ３２ｇ にんじん（千切り） １２ｇ 冷凍枝豆 ３２ｇ

C ごま油 小さじ１ C 油 小さじ２ C 米酢 小さじ１と1/2 C 塩 少々

C こしょう 少々 C しょう油 小さじ2/3 C きび糖 少々

【作り方】

① 材料を切る。

② 糸こんにゃくはBのしょう油で炒りつける。

③ 野菜はそれぞれ茹でて、冷却し、水を切る。

④ Cの調味料を煮立てた後、冷ます。

⑤ ③と④を和える。

⑥ 豚肉をAの油で炒め、Aの酒・しょう油で味付けする。

⑦ ⑥と⑤を和える。又は⑤の上に⑥をのせる。



令和3年度

NO.２ 新座市立大和田小学校

牛乳 料理名 血や肉や骨をつくる 熱や力のもとになる 体の調子をととのえる そのほか

ごもくあんかけやきそば
ぶた肉　えび　あさり
いか

中かめん　油　きび糖
でん粉

しょうが　にんにく　にんじん
たけのこ　玉ねぎ　もやし
干ししいたけ　キャベツ
チンゲン菜

酒　塩　しょう油　酢
こしょう

りんごゼリーポンチ
砂糖　グラニュー糖
はちみつ

粉寒天　パイン(缶)　りんご(缶)
みかん(缶)　りんごジュース

白ワイン

かつおとしょうがのたきこみごはん かつお
米　麦　油　でん粉
砂糖　ごま

新しょうが 酒　しょう油　みりん

かきたまじる とり肉　とうふ　たまご でん粉 ほうれん草　長ねぎ
けずり節　酒　みりん
しょう油　塩

からしあえ もやし　こまつな　えのき しょう油　からし

ライスボールパン ライスボールパン

せんぎりポテトのチーズやき Feウインナー　チーズ じゃがいも にんじん 塩　こしょう

こんにゃくサラダ 油
こんにゃく　キャベツ　コーン
えだまめ　にんじん　玉ねぎ

しょう油　酢　こしょう
塩　マスタード

レタスチャーハン ベーコン　たまご 米　麦　油　ごま油 レタス　にんにく　長ねぎ
酒　塩　こしょう
しょう油

ごぼうチップスいりサラダ
油　オリーブ油
はちみつ　米粉

ごぼう　キャベツ　にんじん
きゅうり

塩　こしょう　酢
マスタード

ヨーグルト ヨーグルト

わかめうどん わかめ　とり肉　油揚げ うどん えのき　にんじん　長ねぎ
だし昆布　けずり節
しょう油　酒　みりん
塩

かきあげ ちりめんじゃこ 小麦粉　油
玉ねぎ　にんじん　ごぼう
こまつな　コーン
切り干しだいこん

塩　ベーキングパウダー

かまやきビビンバ ぶた肉　たまご
米　麦　ごま油　油
砂糖　ごま

だいこん　にんじん　もやし
こまつな　しょうが　玉ねぎ
にんにく　レモン果汁

ラー油　コチュジャン
豆板醤　しょう油
みりん

ちゅうかふうコーンスープ とり肉 でん粉　ごま油
干ししいたけ　長ねぎ　コーン
クリームコーン　にんじん
こまつな

鶏がら　酒　塩
こしょう　薄口しょう油

れいとうみかん れいとうみかん

ゆかりごはん 米　麦 ゆかり

しんじゃがのそぼろあんかけ とり肉　えび
新じゃがいも　油
三温糖　でん粉

玉ねぎ　しょうが
酒　みりん　塩
薄口しょう油

とんじる
ぶた肉　みそ
とうふ　油揚げ

油
ごぼう　にんじん　だいこん
こんにゃく　長ねぎ　こまつな

煮干し　酒

カレーライス ぶた肉
米　麦　油　小麦粉
じゃがいも

しょうが　にんにく　にんじん
玉ねぎ

鶏がら　赤ワイン
ケチャップ　ソース
しょう油　塩　こしょう
カレー粉

おかひじきのサラダ ベーコン
油　ごま油　きび糖
ごま

きゅうり　おかひじき
にんじん　キャベツ

しょう油　塩　こしょう

チキンライス とり肉 米　麦　バター　油
玉ねぎ　にんじん　ピーマン
マッシュルーム

赤ワイン　ケチャップ
トマトピューレ　ソース
塩　こしょう　しょう油

やさいのスープに ぶた肉　Feウインナー じゃがいも
にんじん　玉ねぎ　キャベツ
ブロッコリー

鶏がら　白ワイン　塩
こしょう　薄口しょう油

メロン メロン

※学校行事や食材の都合等により、内容を変更する場合があります。ご了承ください。 今月の平均値 623 24.4

基準値 650 26.8

　

31 月 〇 623 25.6

27 木 〇 682 25.2

28 金 〇 693 23.0

25 火 〇 587 25.7

26 水 〇 602 21.8

21 金 〇 636 21.0

24 月 〇 592 20.0

19 水 〇 593 27.1

20 木 〇 588 29.3

日
曜
日

こんだて おもな食品 エネルギー
（kcal）

たんぱく質
（g）

５月分　学校給食予定献立表

お友達と班になって食べることができない日々が続いていますが、この

機会を利用して自分の食事マナーを見直してみましょう。

次の３つのマナーができているか確認し、できていない人はチャレンジし

ましょう。

よい食事マナーを

身につけたいね！


